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写真上；大和市ボランティア連絡協議会「市民福祉のつどい」

この夏の暑さよりも熱かった
ボランティアのお･も･ひ･で！
写真左下；夏休み福祉体験学習修了式
写真右下；災害ボランティアセンター立上げ訓練

この夏、様々な場面でボランティアの皆さんが大活躍！暑さに負けない活動の数々をご紹介します。
大和市ボランティア連絡協議会では、７月３１日（月）に、イオンモール大和・ライトコートで「市
民福祉のつどい」を開催しました。当日は、若葉保育園の園児の皆さんをはじめ多くの来場者の中で、
日頃のボランティア活動の発表やパネル展示を行いました。
市社協が例年開催している中高生の福祉体験学習は、７月２２日（土）～８月２４日（木）の間、市
内の保育園や福祉施設、ボランティアグループ、市民福祉のつどいなどで、中学生１3 名、高校生 12 名
がボランティア体験しました。８月２５日（金）の修了式では、高橋政勝市社協会長から終了証を受け
取り、参加者で体験を語り合い、壁新聞を作りました。
８月２６日（土）
、炎天下の大野原小学校で大和市総合防災訓練が開催されました。市社協では、災害
ボランティアセンターの立上げ訓練等を実施し、３９名のボランティアの皆さんが参加しました。

以下の活動を希望する方や
お問い合わせは、各募集案内にある
連絡先に直接ご連絡ください。

新規

R 君の通学支援ボランティア（個人の依頼）

＊活動日時

火曜日の 8:30～9：00 まで

＊活動内容

上草柳３丁目にお住まいの R 君を、自宅から「さなぎっこ保育園」
（大和東３丁目 au ショップ大和中央通り周辺）までベビーカー
を押して登園支援をしてくださるボランティアの方を募集しています。

＊お問合せ

継続

やまとボランティアセンター

046-260-5643

A 君の通学支援ボランティア（個人の依頼）

＊活動日時

月～金曜日の 7：30～8：00 まで（ご都合のよい日にご協力ください）

＊活動内容

上和田団地にお住まいの A 君は自閉症により、通学に付き添いの方がいると安心
して通学することができます。
A 君の自宅から学校までの通学に同行してくださるボランティアの方を募集
しています。

＊お問合せ

継続

やまとボランティアセンター

046-260-5643

O 君の通学支援ボランティア（個人の依頼）

＊活動日時

月～金曜日の 8：10～8：30 まで（ご都合のよい日にご協力ください）

＊活動内容

福田 5000 番台にお住まいの O 君は桜丘小学校の支援級に通学をしています。
発達障がいがあり、登校時に付き添いの方がいると安心して通学することが
できます。O 君の登校に同行してくださる方を募集しています。

＊お問合せ

継続

やまとボランティアセンター

046-260-5643

S 君の通学支援ボランティア（個人の依頼）

月曜日のボラン
ティアさんは決
まりました！

＊活動日時

火～金曜日の 7：50～8：30 まで（ご都合のよい日にご協力ください）

＊活動内容

深見北コミセンの近くに住む S 君は、車いすで大和小学校まで通学しています。
朝の通学の際に、S 君の車いすを押して、支援学級までの通学に寄り添って
くださるボランティアの方を募集しています。

＊お問合せ

やまとボランティアセンター

046-260-5643

以下の活動を希望する方や
お問い合わせは、各募集案内にある
連絡先に直接ご連絡ください。

新規

S さんの通学支援のボランティア（個人の依頼）

＊活動日時 平成 30 年 4 月から 月～金曜日（ご都合の良い日にご協力ください）
＊活動内容 中央にお住まいの S さんは来年度から引地台小学校の支援級に
通学する予定です。
登校時に付き添いの方がいると安心して通学することができます。
S さんの登校に同行してくださる方を募集します。
＊お問合せ やまとボランティアセンター 046-260-5643

新規

折り紙を一緒に楽しんでくれるボランティア（個人の依頼）

＊活動日時 月一回程度（ご都合の良い日にご協力ください）
＊活動内容 施設の入所者さんと一緒に、折り紙などを楽しんで下さるボランティアさんを
募集します
＊活動場所 SONPO ケア ﾗｳﾞｨｰﾚ 中央林間（大和市下鶴間 1625－7）
＊お問合せ やまとボランティアセンター 046-260-5643

継続

外出同行ボランティア（個人の依頼）

＊活動日時
＊活動内容

火～金曜日の日中 30 分程度（ご都合のよい日時にご協力ください）
福田 1500 番台にお住まいの D さんは、末梢性めまいにより入院していました。
退院後、平衡感覚が戻らず、外出する際に支援が必要です。D さんのお散歩に
30 分程度、同行してくださる女性の方を募集しています。

＊お問合せ

やまとボランティアセンター

継続

046-260-5643

ベルビルガーデンやまと（高齢者施設）

＊活動日時
＊活動内容
＊活動場所
＊お問合せ

週１回または月１回程度 14：00～15：00 まで
レクリエーションの時間に、1 時間程度、施設入居者の方々に絵手紙の指導をして
くださる方を募集しています。
ベルビルガーデンやまと（大和市深見 713-2）
046-200-1301（担当；吉田）

大和市点訳赤十字奉仕団が点訳されています。ぜひご利用ください。
「
「

広報やまと 9/1 号 」・「 やまと社協だより８/１５号 」
文化情報誌 夏編 」・「 家庭と資源の分け方、出し方 」

以下の活動を希望する方や
お問い合わせは、各募集案内にある
連絡先に直接ご連絡ください。

継続 大和みつば作業所（障がい者施設）
＊活動日時 月曜日～金曜日の①8：30～15：30（ご都合のよい時間帯でご協力ください）
②9：00～10：00
＊活動内容 ①軽作業の補助、散歩の同行支援など
②レクリエーションの提供（歌、絵本の読み聞かせなど）
＊活動場所 大和みつば作業所（大和市深見西 7-4-10）
＊お問合せ

046-264-8677（担当：三輪）

継続 ふきのとう舎（障がい者施設）
＊活動日時 月曜日～金曜日の 9：00～15：30（ご都合のよい日にご協力ください）
＊活動内容 軽作業の補助、グループレクリエーション（年 4 回）、行事活動、利用者旅行の
お手伝いをしてくれる方を募集しています。
＊活動場所 ふきのとう舎（大和市柳橋 5-3-1）
＊お問合せ

046-269-8880（担当；横内）

継続 サンホーム鶴間（高齢者施設）
＊活動日時 月曜日～土曜日の間のご都合のよい日・時間帯でご協力ください
＊活動内容 デイサービス利用者さんのお話し相手、囲碁・将棋・麻雀などゲームお相手、
入浴後の髪の乾かしなど
＊活動場所 サンホーム鶴間（大和市西鶴間 8-1-2）
＊お問合せ

046-276-2162（担当；萩原）

継続 みどりの風大和（高齢者施設）
＊活動日時 月曜日～土曜日

9：30～11：30・14：00～16：00（ご都合の良い日にご協力ください）

＊活動内容 デイサービスの利用者さんのお話し相手や、入浴後のドライヤーかけなど
＊活動場所 みどりの風大和（大和市西鶴間 6-30-24）
＊お問合せ

046-271-6261（担当；前田・小林）

継続 ロゼホームつきみ野（高齢者施設）
＊活動日時・内容
入浴後のドライヤーかけ（第 1・3 木曜日の午後）、将棋の相手、簡単な手工芸（第 3 水曜日の午後）
話し相手（月・水・木・土の午前）など
＊活動場所 ロゼホームつきみ野（大和市下鶴間 418-2）
＊お問合せ

046-272-8808（担当：大谷）

このページは、ボランティアに関わる情報提供のコー
ナーです。ボラティア活動の際にご活用ください。

子育て支援ボランティア養成講座
① 基調講演 平成 29 年 10 月 10 日(火) 13 時 30 分～16 時
『子どもたちをとりまく社会情勢と子育て支援のネットワークの現状』
講師：特定非営利活動法人 よこはま地域福祉研究センター
センター長 佐塚 玲子 氏
場所 大和市保健福祉センター4 階 講習室
②ボランティア活動体験 平成 29 年 10 月 11 日(水)から 11 月 14 日(火)の間で選択
場所＊子育て支援センター
＊こども食堂
＊放課後児童クラブ 他
③学習のまとめ 平成 29 年 11 月 15 日(水) 13 時 30 分～16 時
場所：大和市保健福祉センター4 階 講習室
申込み 電話にて直接お申し込みください。定員 20 名（先着順）
問合せ やまとボランティアセンター （046-260-5643）

松風園まつり ♪
日

時 平成 29 年 10 月 7 日(土)

10：３０～14：30

場
内

所 大和市障害福祉センター「松風園」 前庭・園庭
容 バザー・模擬店・子どもゲームコーナー・金魚すくい他
ピエロのパントマイムとバルーンショー
南林間中学校吹奏楽部による演奏 他
問合せ 社会福祉法人 大和しらかし会 松風園（担当：冨田・本多）
大和市西鶴間 2-24-1 TEL 046-274-2426

大和市西鶴間 2-24-1 TEL046-274-2426
大和市柳橋にある子育て支援センターは、子育て家庭の親子が、子育てに関する相談をしたり、子育て
の情報を得たり、気軽に他の親子と交流できる常設のサロンを開設しています。
これまでも多くの皆様方より、遊具や絵本などのご寄付などいただき、大変役立たせていただいており
ます。また、ボールプール、乗り物の絵本、折り紙や工作用具（新品の画用紙、色画用紙、ぬり絵、布
リボンテープ、紙テープ、クーピーペンシル）などございましたら、ご寄付いただけると助かります。
問合せ

大和市柳橋２－１１（大和市まごころ地域福祉センター内）

TEL；０４６－２６７－９９８５

FAX；０４６－２６７－９０４３

やまとボランティアセンターの当面の予
定や、皆様からのご意見・投稿をご紹介す
るコーナーです。

今年もお世話になりました！～「保育入門講座」「夏休み福祉体験チャレンジ学習」実施報告～
今年も夏休みの期間中に、さまざまな場面で中高生ボランティアに活躍してもらいました。
活動場所は、ぐるーぷ輪の車いす清掃活動や、ボランティア連絡協議会の「市民福祉のつど
い」、高齢者施設の夏祭り、保育園での保育実習などなど。慣れない活動場所で最初は恥ずか
しそうにしていた学生たちも、活動する皆さんの熱意や明るい雰囲気に誘われて、だんだん緊
張がほぐれて、最後は笑顔で活動をしていました。
みじかいひと夏の経験ではありましたが、学生たちにとって特別な経験と思い出になったので
はないでしょうか。受け入れにご協力いただいた皆さま、本当にありがとうございました！

ぐるーぷ輪の活動に参加

保育入門講座の様子

市民福祉のつどい

◇ボランティアセンターの展示を是非ご覧になってください◇

工作・折り紙 おりひめさん

やまとボランティアセンター当面の予定

やまとキルトボランティアの会さん

やまとボランティア情報誌

ボランティア★アカデミー9/7～始まりました！

発

子育て支援ボランティア養成講座 10/10～

問合せ

やまと社協だより No.218 号発行（10/15）
メールマガジンＮｏ．113 号発行（9/20）
メールマガジン No.114 号発行（10/20）
ふれあいＮｏ.250 号発行（11/15）

ふれあい

行 ： やまとボランティアセンター
： 〒242-0004 大和市鶴間１-３１-７
大和市保健福祉センター４階
TEL：046－260－5643
FAX：050－3730－9430
E-mail:vc@yamato-shakyo.or.jp
ご意見・ご感想お待ちしています♪

次号 No.２50 の発行は、2017 年 11 月 15 日の予定です。
※次号に、記事の掲載を希望する場合は、10 月 15 日までにご連絡ください。

